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(57)【要約】
【課題】利用者が現実に省エネルギー運転に貢献した者
であるか否かの判断を可能にする省エネルギー機器を提
供することにある。
【解決手段】本発明に係る省エネルギー機器１は、利用
者の利用状況に応じて省エネルギーの程度が変化する省
エネルギー機器であって、省エネルギーの程度を判断す
る判断部２３ｃと、判断部による判断結果を利用者に報
知する報知部２３ｄと、を備え、報知部は、判断結果を
機器の区分に応じた加工態様で報知する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の利用状況に応じて省エネルギーの程度が変化する省エネルギー機器であって、
　前記省エネルギーの程度を判断する判断部（２３ｃ，２０３ｃ）と、
　前記判断部による判断結果を前記利用者に報知する報知部（２３ｄ，２０３ｄ）と、
を備え、
　前記報知部は、前記判断結果を、機器の区分に応じた加工態様で報知する、
省エネルギー機器。
【請求項２】
　前記判断結果は、前記省エネルギーの程度が所定レベルに達したことを示す結果である
、
請求項１に記載の省エネルギー機器。
【請求項３】
　前記機器の区分は、能力クラスあるいは機種に基づいて決定された分類である、
請求項１または２に記載の省エネルギー機器。
【請求項４】
　前記機器の区分に応じた複数の固有の文字列を記憶する記憶部（５３）をさらに備え、
　前記判断結果は、前記複数の文字列から選択された一つの前記文字列で表示される、
請求項１から３のいずれか一つに記載の省エネルギー機器。
【請求項５】
　請求項１から４に記載の省エネルギー機器は、本体（２，３，２００，３００）とリモ
コン（５，５００）とからなり、
　前記判断部は前記本体部が有し、
　前記報知部は前記本体および前記リモコンのいずれか一方が有する、
省エネルギー機器。
【請求項６】
　前記加工態様が、暗号化された態様である、請求項１から５のいずれか一つに記載の省
エネルギー機器。
【請求項７】
　前記省エネルギー機器が空気調和機である、請求項１から６のいずれか一つに記載の省
エネルギー機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、省エネルギー機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の省エネルギー志向に伴い、企業のみならず個人に対してもエネルギー削減の要請
が高まっている。この要請に応じるため、利用者の利用態様に応じて省エネルギー運転が
可能な空気調和機等の省エネルギー機器が製造されている。また、機器利用時の利用者に
よる省エネルギー運転の程度を定量的に把握し、その貢献度を視覚的に表示する技術も提
案されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１―７８３０４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、利用者の省エネルギーに対するモチベーション維持を図るために、機器利用
時の利用者の貢献度に応じた企業の取り組みも期待される。ここで、利用者が用いる機器
がインターネット等を介して企業に設置されたサーバーと接続されていれば、企業が利用
者による省エネルギー運転の貢献度を正確に把握することが可能である。しかし、全ての
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機器をサーバーと接続することは現実的ではなく、利用者が当該貢献度を把握してファク
シミリまたは電話等で企業に連絡する方が簡便である。また、企業が利用者からのファク
シミリまたは電話等に基づいて取り組みを行う場合、企業に連絡をした利用者が現実に省
エネルギーに貢献したか否かを企業で判断することは困難である。
【０００４】
　本発明は、利用者が現実に省エネルギーに貢献した者であるか否かの判断を可能にする
省エネルギー機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１発明に係る省エネルギー機器は、利用者の利用状況に応じて省エネルギーの程度が
変化する機器であって、判断部と、報知部とを備える。判断部は、省エネルギーの程度を
判断する。報知部は、判断部による判断結果を利用者に報知する。また、報知部は、判断
結果を機器の区分に応じた加工態様で報知する。
【０００６】
　本発明に係る省エネルギー機器では、省エネルギーの程度に関する判断結果が機器の区
分に応じた加工態様で利用者に報知される。
【０００７】
　したがって、企業が利用者から省エネルギーの程度に関する判断結果の連絡を受ける際
、機器の区分に関する情報を併せて得ることで、加工された判断結果の態様が現実に当該
機器の区分から生成される加工態様であるかを確認することができる。その結果、利用者
が現実に省エネルギーに対して貢献した者であるか否かを判断することが可能になる。
【０００８】
　第２発明に係る省エネルギー機器は、第１発明に係る省エネルギー機器であって、判断
結果は省エネルギーの程度が所定レベルに達したことを示す結果である。
【０００９】
　これにより、企業では、省エネルギーの貢献度が所定レベルに達した利用者を把握する
ことができる。
【００１０】
　第３発明に係る省エネルギー機器は、第１または第２発明に係る省エネルギー機器であ
って、機器の区分は能力クラスあるいは機種に基づいて決定された分類である。ここで、
能力クラスとは、機器の能力に基づいて決定された分類である。
【００１１】
　本発明に係る省エネルギー機器では、判断部によって判断される省エネルギーの程度に
関する判断結果は、能力クラスあるいは機種に基づいてその加工態様が決定される。
【００１２】
　したがって、利用者から能力クラスあるいは機種に関する情報を得ることで、企業は利
用者に悪意があるか否かを判断することができる。
【００１３】
　第４発明に係る省エネルギー機器は、第１発明から第３発明のいずれか一つに係る省エ
ネルギー機器であって、記憶部をさらに備える。記憶部は、機器の区分に応じた複数の固
有の文字列を記憶する。また、判断結果は、複数の文字列から選択された一つの文字列で
表示される。ここで、文字列とは、文字単独からなるもの、数字単独からなるもの、およ
び文字および数字の混合からなるものを含む。
【００１４】
　本発明に係る省エネルギー機器では、判断結果が機器の区分に応じた文字列で報知され
るため、機器の区分と、文字列とを確認することで、企業は、報告された文字列が適当な
ものであるか否かを確認することができる。
【００１５】
　第５発明に係る省エネルギー機器は、第１発明から第４発明に係る省エネルギー機器が
本体と、リモコンとからなる。また、判断部は本体部が有し、報知部は本体及びリモコン
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のいずれか一方が有する。
【００１６】
　本発明に係る省エネルギー機器では、本体で判断された判断結果が本体およびリモコン
のいずれか一方において利用者に報知される。
【００１７】
　これにより、利用者は、省エネルギーの判断結果を本体およびリモコンのいずれか一方
で確認することができる。また、リモコンに表示された場合には、利用者は判断結果を容
易に確認することができる。
【００１８】
　第６発明に係る省エネルギー機器は、第１発明から第５発明のいずれか一つに係る省エ
ネルギー機器であって、加工態様が暗号化された態様である。
【００１９】
　本発明に係る省エネルギー機器では、判断結果が暗号化された態様で利用者に報知され
るため、企業は、暗号化される前の態様を特定することで、利用者に悪意があるか否かを
判断することができる。
【００２０】
　第７発明に係る省エネルギー機器は、第１発明から第６発明のいずれか一つに係る省エ
ネルギー機器であって、省エネルギー機器が空気調和機である。
【００２１】
　これにより、利用者が空気調和機を利用するにあたって、省エネルギーを意識すること
ができる。
【発明の効果】
【００２２】
　第１発明に係る省エネルギー機器では、利用者が現実に省エネルギーに対して貢献した
者であるか否かを判断することが可能になる。
【００２３】
　第２発明に係る省エネルギー機器では、企業は省エネルギーの貢献度が所定レベルに達
した利用者を把握することができる。
【００２４】
　第３発明に係る省エネルギー機器では、利用者から能力クラスあるいは機種に関する情
報を得ることで、企業は利用者に悪意があるか否かを判断することができる。
【００２５】
　第４発明に係る省エネルギー機器では、判断結果が機器の区分に応じた文字列で報知さ
れるため、機器の区分と、文字列とを確認することで、企業は、報告された文字列が適当
なものであるか否かを確認することができる。
【００２６】
　第５発明に係る省エネルギー機器では、省エネルギーの判断結果を本体およびリモコン
のいずれか一方で確認することができる。また、リモコンに表示された場合には、利用者
は判断結果を容易に確認することができる。
【００２７】
　第６発明に係る省エネルギー機器では、企業は、暗号化される前の態様を特定すること
で、利用者に悪意があるか否かを判断することができる。
【００２８】
　第７発明に係る省エネルギー機器では、利用者が空気調和機を利用するにあたって、省
エネルギーを意識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態に係る省エネルギー機器（空気調和機）１について図面を
用いて説明する。
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【００３０】
　＜空気調和機１の概略構成＞
　（１）空気調和機１
　本発明の第１実施形態に係る空気調和機１は、図１に示すように、室外に設置される室
外機３と、室内の壁面に設置される室内機２と、室内機２との間で通信を行うリモコン５
と、から構成されている。室外機３と室内機２とは冷媒配管４で接続されている。なお、
空気調和機１は図示されない圧縮機や熱交換器等から構成される冷媒回路を有している。
【００３１】
　（２）室内機２の制御ブロック図
　図２は、室内機２の制御ブロック図を示す。室内機２は、主として、通信部２１と、記
憶部２２と、制御部２３と、を有している。通信部２１は、室外機３との通信を行う第１
通信部（図示せず）と、リモコン５との通信を行う第２通信部（図示せず）とからなる。
記憶部２２には、判断結果記憶領域２２ａと、到達コード記憶領域２２ｂとが確保されて
いる。判断結果記憶領域２２ａには、後述する判断部２３ｃによって判断される省エネル
ギーの程度に関する判断結果が記憶される。省エネルギーの程度とは、利用者が空気調和
機１の利用に際し、省エネルギーに貢献した程度を意味し、この程度は、利用者の利用状
況によって変化する。到達コード記憶領域２２ｂには到達コードが記憶される。到達コー
ドとは、上述の省エネルギーの程度に応じて割り当てられる番号である。その他、記憶部
２２には、判断部２３ｃが省エネルギーの程度の判断を行う際に用いるプログラム等が記
憶されている。
【００３２】
　制御部２３は、主として、受信部２３ａと、送信部２３ｂと、判断部２３ｃと、報知部
２３ｄと、からなる。受信部２３ａは、上述の通信部２１を介して室外機３およびリモコ
ン５からの制御信号を受信する。送信部２３ｂは、上述の通信部２１を介して室外機３お
よびリモコン５に対して制御信号を送信する。判断部２３ｃは、記憶部２２に記憶されて
いるプログラムを用いて、利用者による空気調和機１の利用態様に基づいた空気調和機１
の省エネルギーの程度を判断し、その程度に応じた省エネルギーのポイント（エコポイン
ト）を決定する。さらに、判断部２３ｃは、エコポイントの値に応じた到達コードを決定
する。例えば、冷房運転モードで設定温度が２８℃以上の運転、または暖房運転モードで
設定温度が２２℃以下の運転が１００時間に達すると、エコポイント（１エコポイント）
が得られる。そして、１エコポイントに応じた到達コード（本実施形態では到達コード０
）が決定される（図３参照）。なお、本実施形態で考慮される利用態様は、運転モード（
暖房運転モード、加湿暖房運転モード、冷房運転モードおよび除湿冷房モード）、設定温
度、設定湿度、および運転時間（利用者が空調機を使用した積算の時間、あるいは、圧縮
機が動作している積算の時間）等である。また、エコポイントの値に応じた到達コードは
、図３に示すように、エコポイントが９以下の場合には０であり、エコポイントが１０の
場合には１～ｎ(ｎは任意の正数)のうち空気調和機１の能力クラスおよび機種に基づいた
いずれかの到達コードである。報知部２３ｄは、判断部２３ｃにより判断された結果をリ
モコン５に対して報知する。詳細には、報知部２３ｄは、判断部２３ｃが決定したエコポ
イントの値と、エコポイントの値に応じた到達コードとをリモコン５に送信する。なお、
本実施形態において、到達コードは、機器の区分に応じて決定される。ここで、機器の区
分とは、図４の表４００に示すように、能力クラスおよび機種に応じて複数に分けられた
分類である。能力クラスとは、空気調和機１の能力分類であり、本実施形態では、小型（
２．２ｋｗ～２．５ｋｗ）と、中型（２．８ｋｗ～３．６ｋｗ）と、大型（４．０ｋｗ～
５．６ｋｗ）と、特大型（６．３ｋｗ～７．１ｋｗ）とに分類されている。また、本実施
形態では、１つの能力クラスに複数の到達コードが用意されており、判断部２３ｃが０以
外の到達コードを決定する際には、室内機２が有するタイマーに基づいて、当該室内機２
の能力クラスに属する複数の到達コードから１つの到達コードがランダムに決定される。
【００３３】
　（３）リモコン５
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　図５は、本実施形態で用いるリモコン５の外観を示す図である。リモコン５は、空気調
和機１と双方向通信が可能であり、参照符号６１が示す部分で室内機２との間で制御信号
の授受を行う。参照符号６２は、設定温度、設定湿度、運転モード、時刻、および上述の
報知部２３ｄから報知された判断結果であって、所定の態様に加工されたものが表示され
る。詳細については、制御部５４の説明の際に併せて説明する。参照符号６３は、予め設
定温度、設定湿度、風量、気流等が設定されたボタンであり、この設定で運転を行うこと
により省エネルギーの程度を自動的に向上させることができる。また、参照符号６３のボ
タンは、省エネルギーの程度が異なる複数の設定をサイクリック操作で選択することがで
きる。また、サイクリック操作で、予め設定された設定温度、設定湿度、風量、気流等を
解除することも可能である。なお、参照符号６４、６５を操作して、予め設定された設定
温度、設定湿度を利用者が補正することも可能である。また、リモコンの操作で風量の変
更や、気流の有無の選択を行なうことで、予め設定された風量や気流を調整することも可
能である。
【００３４】
　（４）リモコン５の制御ブロック図
　図６はリモコン５の制御ブロック図を示す。リモコン５は、主として、通信部５１と、
表示部５２と、記憶部５３と、制御部５４とを備えている。通信部５１は、図５に示す参
照符号６１の部分に相当し、室内機２との制御信号の授受に用いられる。表示部５２は、
図６に示す参照符号６２の部分に相当し、上述したように、設定温度、設定湿度、運転モ
ード、時刻、および所定の態様に加工された判断結果が表示される。記憶部５３には、態
様情報記憶領域５３ａが確保されている。態様情報記憶領域５３ａには、図４の表４００
に示すように、能力クラス（列４１１）と、到達コード（列４１２）と、到達コードに対
応する数字列（列４１３）とに関する情報が格納されている。さらに、態様情報記憶領域
５３ａには、室内機２から送信されるエコポイントの値に対応するイラスト（図７参照）
に関する情報が格納されている。ここで記憶される到達コードは、室内機２の記憶部２２
に記憶されている到達コードと共通する。到達コードに対応する数字列とは、各能力クラ
スに分類された機種に対応する文字列であり（列４１３）、後述する態様加工部５４ｄに
よって到達コードが加工された態様である。
【００３５】
　制御部５４には、主として、要求受付部５４ａと、要求送信部５４ｂと、判断結果受信
部５４ｃと、態様加工部５４ｄとが備えられている。要求受付部５４ａは、利用者からの
運転要求（運転開始／停止の要求、温度／湿度の設定、運転モードの設定等）を受け付け
る。さらに、要求受付部５４ａは、利用者からの判断結果報知要求を受け付ける。判断結
果報知要求とは、室内機２に対して省エネルギーの判断結果を要求するものである。要求
送信部５４ｂは、要求受付部５４ａで受け付けられた利用者からの要求を、通信部５１を
介して室内機２に送信する。要求受付部５４ａで利用者からの判断結果報知要求が受け付
けられると、要求送信部５４ｂによって、省エネルギーの程度に関する判断結果を求める
制御命令が室内機２に向けて送信される。判断結果受信部５４ｃは、室内機２から送信さ
れた省エネルギーの程度に関する判断結果を受信する。詳細には、室内機２の報知部２３
ｄが報知したエコポイントの値とその値に応じた到達コードである。態様加工部５４ｄは
、到達コードを上述した数字列に加工する。さらに、態様加工部５４ｄは、室内機２から
受信したエコポイントの値に応じて態様情報記憶領域５３ａに記憶されたイラストを選択
し、表示部５２に表示する。
【００３６】
　＜処理の流れ＞
　次に、図８および図９を用いて、本実施形態に係る空気調和機１で省エネルギーの程度
が判断され、判断結果が利用者に報知されるまでの処理の流れを説明する。図８は、室内
機２における処理の流れを示すフローであり、図９は、リモコン５における処理の流れを
示すフローである。
【００３７】
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　（１）室内機２での処理の流れ
　室内機２では、受信部２３ａがリモコン５からの運転要求を受信すると、当該運転が所
定の運転であるか否かが判断される（ステップＳ１）。ここで、所定の運転とは、上記に
説明した、冷房運転モードで設定温度２８℃以上の運転および暖房運転モードで設定温度
２２℃以下の運転のように、予め推奨された運転モードおよび設定温度等での運転を意味
する。ここで、利用者が要求する運転が当該所定の運転であった場合は、判断部２３ｃは
空気調和機１の省エネルギーの程度を判断する（ステップＳ２）。判断された結果は、判
断結果記憶領域２２ａに記憶される（ステップＳ３）。
【００３８】
　次に、リモコン５からの判断結果報知要求が受信部２３ａで受信されたか否かが判断さ
れる（ステップＳ４）。受信部２３ａが判断結果報知要求を受信すると、判断結果記憶領
域２２ａに記憶された判断結果が報知部２３ｄによってリモコン５に送信される（ステッ
プＳ５）。詳細には、判断結果記憶領域２２ａに記憶された判断結果に基づき、省エネル
ギーの程度がエコポイントの何ポイントに相当するかが判断部２３ｃによって判断され、
判断されたエコポイントの値が報知部２３ｄによってリモコン５に送信される。さらに、
判断部２３ｃは、エコポイントが１０であるか否かを判断する（ステップＳ６）。ここで
、エコポイントが１０である場合、空気調和機１の能力クラスおよび機種に応じた複数の
到達コードのうち、タイマーの値に基づいたいずれか１つの到達コードが判断部２３ｃに
よって決定され、決定された到達コードが報知部２３ｄによってリモコンに送信される（
ステップＳ７）。ステップＳ６において、エコポイントが１０に達していない場合には、
到達コード０がリモコン５に送信される（ステップＳ８）。
【００３９】
　（２）リモコン５での処理
　リモコン５では、要求受付部５４ａが利用者からの判断結果報知要求を受け付けると（
ステップＳ１１）、当該要求が要求送信部５４ｂによって室内機２に送信される（ステッ
プＳ１２）。その後、判断結果受信部５４ｃが室内機２からのエコポイントの値を受信す
ると（ステップＳ１３）、態様加工部５４ｄがエコポイントの値に相当するイラスト（図
７参照）を表示部５２に表示する（ステップＳ１４）。さらに、判断結果受信部５４ｃは
室内機２から受信する到達コードが０か否かを判断する（ステップＳ１５）。到達コード
が０ではない場合、態様加工部５４ｄは、到達コードを対応する数字列に加工して表示部
５２に表示する（ステップＳ１６）。例えば、判断結果受信部５４ｃが受信する到達コー
ドがｎ２＋１である場合は、図４の行４２１に示すように、到達コードｎ２＋１は数字列
２１３１４１・・・に加工され、表示部５２に表示される。
【００４０】
　〈特徴〉
　（１）本実施形態に係る空気調和機１は、利用者の利用態様によって省エネルギーの程
度を向上させることができる機器である。この空気調和機１を所定の条件で利用すること
により省エネルギーの程度が向上し、向上した省エネルギーの程度に応じて、図７に示す
ようなイラストをリモコンの表示部５２に表示する。これにより、利用者が気軽に省エネ
ルギーに取り組むことができる。
【００４１】
　さらに、本実施形態に係る空気調和機１では、省エネルギーの程度が一定に達した場合
にその旨を示す数字列をリモコン５に表示する。企業では、利用者からその数字列の連絡
を受けることにより、当該利用者に対して何らかのサービスを行うことができる。省エネ
ルギーに対して一定の貢献を行った利用者に対し企業がサービスを行うことで、利用者の
省エネルギーに対するモチベーションの向上に寄与することができる。
【００４２】
　このとき、電話やファクシミリなどで数字列を連絡する方が、家庭に設置された空気調
和機１全てをインターネット等で接続することより簡便である。しかし、数字列が利用者
にとって容易に特定できるものであれば、悪意の利用者が省エネルギーに対して一定の貢
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献をしたように偽装して企業に連絡することも考えられる。本実施形態に係る空気調和機
１で表示される数字列は、空気調和機１の能力クラスおよび機種に応じて決定された固有
の数字列である。したがって、企業が数字列の報告を受ける際、能力クラスあるいは機種
に関する情報を併せて確認することにより、数字列が現実に当該空気調和機１の能力クラ
スあるいは機種から生成されうる加工態様であるかを判断することができる。その結果、
利用者が現実に省エネルギーに対して貢献した者であるか否かを判断することが可能にな
る。
【００４３】
　（２）さらに、本実施形態に係る空気調和機１には、能力クラスおよび機種に応じた固
有の到達コードおよび数字列が複数記憶されており、これらのうちいずれの到達コードを
選択するかは、室内機２が有するタイマーに基づいて判断部２３ｃが決定する。このよう
に、リモコン５に送信される到達コードがランダムに決定されるため、悪意の利用者によ
る偽装を防ぐことができる。また、数字列に関する情報がインターネット等により一部公
開された場合であっても複数の数字列が存在するため、容易に自己の空気調和機１が有す
る数字列を特定することは困難である。そのため、悪意の利用者による報告を抑制するこ
とができる。
【００４４】
　（３）さらに、所定レベルに達したことを示す数字列が、本実施形態では、リモコン５
の表示部５２に表示される。リモコン５の表示部５２に表示されることで、利用者が当該
数字列を企業に報告する際に確認しやすく便利である。
【００４５】
　（４）本実施形態では省エネルギーの程度が所定レベルに達した際、表示部５２に数字
列を表示する。このとき表示する文字列としては、本実施形態で採用した数字列以外に、
アルファベット、ひらがな、カタカナおよび漢字等の文字のみからなる文字列、これらの
文字と数字からなる文字列、および記号を含めた文字列等であっても構わないが、数字の
みにすることにより、利用者が表示された文字列を容易に特定することができ、表示され
た文字列の誤認を防ぐことができる。また、数字のみであれば、リモコンの表示部の解像
度を上げる必要も無いため、コストを低く抑えられるという効果もある。
【００４６】
　〈変形例〉
　（１）上記実施形態では省エネルギー運転を行える機器としての空気調和機１を用いた
が、その他の機器、例えば、テレビ、照明、冷蔵庫など省エネルギー運転を行える機器で
あれば適用することができる。
【００４７】
　（２）本実施形態の報知部２３ｄは、判断結果をリモコン５の表示部５２に表示したが
、表示部が空気調和機１の本体に備えられており、当該表示部に判断結果が表示されても
よい。
【００４８】
　さらに、判断結果が表示部に表示される代わりに、もしくは、表示部の表示と共に、音
声により利用者に報知されてもよい。この場合には、リモコン５もしくは本体に音声出力
部が備えられており、報知部が当該音声出力部を介して判断結果を利用者に報知する。こ
れにより、利用者は、自己の空気調和機１の利用に関する省エネルギーの程度が相当程度
まで達したことを音声により認識することができる。
【００４９】
　（３）また、本実施形態で用いた空気調和機１では、本体が判断部２３ｃおよび報知部
２３ｄを有し、報知部２３ｄがリモコン５の表示部５２を介して判断結果を表示したが、
判断部および報知部がリモコン５に備えられており、リモコン５の判断部で判断された結
果がリモコン５の報知部によって報知されるように設計されていてもよい。
【００５０】
　（４）本実施形態に係る空気調和機１では、省エネルギーの程度を示すイラストおよび
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省エネルギーの程度が所定レベルに到達したことを示す数字列が、リモコン５で受け付け
る判断結果報知要求に応じて表示されるが、当該要求に関係なく表示されるように設計さ
れていてもよい。すなわち、イラストは、リモコン５の表示部５２に常に表示され、省エ
ネルギーの程度が所定レベルに達した場合には自動的に数字列が表示されるように設計さ
れていてもよい。
【００５１】
　（５）室内機２は、判断結果記憶領域２２ａに記憶された判断結果をリセットするリセ
ット部を備えていてもよい。この場合、省エネルギーの程度が所定レベルに達し、リモコ
ン５に対してその旨の報知を行った後、改めて、判断部２３ｃが省エネルギーの程度に関
する判断を開始することができる。これにより、利用者に対し、継続して省エネルギーの
程度を通知することが可能になり、利用者のモチベーション維持に貢献することができる
。
【００５２】
　（６）判断部２３ｃが運転モード、設定温度および運転時間等に基づいて省エネルギー
の程度を判断する際、企業が推奨する運転モードおよび設定温度等で運転することにより
、省エネルギーの程度が高くなるように設計されていてもよい。すなわち、企業が推奨す
る運転モードおよび設定温度等が予め複数記憶されており、例えば、冷房運転モードの２
８℃での運転より冷房運転モードの２９℃での運転の方が高いエコポイントを得られるよ
うに設計されていてもよい。
【００５３】
　（７）判断部２３ｃが省エネルギーの程度を判断する際、快適性（ＰＭＶ指標：温度、
輻射温度、湿度、気流(風速)、活動量、着衣量による快適性指数）を用いてもよい。例え
ば、暖房２５℃で気流有りと、加湿暖房２２℃／５０％で気流無しとでは、快適性は同等
だが省エネルギー度は加湿暖房の方が高い。利用者は快適性をリモコンから指示し、同じ
快適性で省エネルギーの程度が高くなるように制御し、その差に基づいてエコポイントを
得られるようにしても良い。
【００５４】
　（８）判断部２３ｃがリモコン５に送信される到達コードを決定する際、ランダムに選
択することが可能であれば、タイマー以外に基づいて決定してもよい。（例えば、運転開
始時の外気温度など自然環境に依存する値を用いたりしても良い。）
【００５５】
　（９）本実施形態において報知部２３ｄはリモコン５に対して到達コードを報知し、リ
モコン５の表示部５２で到達コードに対応する数字列が表示されたが、表示部５２に表示
される態様が数字列ではなくＱＲコード等の二次元コードで表示されるように設計されて
いてもよい。これにより、表示部５２に表示されたコードを利用者が携帯電話等を用いて
企業に送信することができるため、企業への連絡を簡単に行うことができ、さらに、悪意
の利用者による偽装も防ぐことができる。
【００５６】
　＜第２実施形態＞
　以下、本発明の第２実施形態に係る省エネルギー機器（空気調和機）１００について図
面を用いて説明する。
【００５７】
　＜空気調和機１００の概略構成＞
　（１）空気調和機１００の外観
　本実施形態で用いる空気調和機１００は、図１０に示すように、第１実施形態で用いた
空気調和機１と同様、室外に設置される室外機３００と、室内の壁面に設置される室内機
２００と、室内機２００との間で通信を行うリモコン５００と、から構成されている。室
外機３００と室内機２００とは冷媒配管４００で接続されている。なお、空気調和機１０
０は図示されない圧縮機や熱交換器等から構成される冷媒回路を有している。
【００５８】
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　（２）室内機２００の制御ブロック図
　図１１を用いて、室内機２００の制御ブロック図を説明する。室内機２００は、主とし
て、通信部２０１と、記憶部２０２と、制御部２０３と、を有している。通信部２０１は
、室外機３００との通信を行う第１通信部（図示せず）と、リモコン５００との通信を行
う第２通信部（図示せず）とからなる。記憶部２０２には、判断結果記憶領域２０２ａと
、ＩＤ記憶領域２０２ｂとが確保されている。判断結果記憶領域２０２ａに記憶される内
容は、第１実施形態の判断結果記憶領域２２ａと同じであるため説明を省略する。ＩＤ記
憶領域２０２ｂは、空気調和機１００に固有のＩＤを記憶する。空気調和機１００に固有
のＩＤとは、各空気調和機１００が有する識別コード（例えば、製造番号、あるいは、機
種名と製造番号の組合せなど）である。その他、記憶部２０２には、判断部２０３ｃが省
エネルギーの程度の判断を行う際に用いるプログラムが記憶されている。
【００５９】
　制御部２０３は、主として、受信部２０３ａと、送信部２０３ｂと、判断部２０３ｃと
、報知部２０３ｄと、からなる。なお、受信部２０３ａおよび送信部２０３ｂは、それぞ
れ第１実施形態に係る受信部２３ａおよび送信部２３ｂと同じであるため、説明を省略す
る。判断部２０３ｃは、記憶部２０２に記憶されているプログラムを用いて、利用者によ
る空気調和機１の利用態様に基づいた空気調和機１の省エネルギーの程度を判断し、省エ
ネルギーのポイント（エコポイント）を決定する。報知部２０３ｄは、判断部２０３ｃに
より判断された結果をリモコン５００に対して報知する。詳細には、報知部２０３ｄは、
判断部２０３ｃが決定したエコポイントの値と、ＩＤ記憶領域２０２ｂに記憶されたＩＤ
とをリモコン５００に送信する。
【００６０】
　（３）リモコン５００
　本実施形態で用いるリモコン５００の外観は第１実施形態で用いたリモコン５と同じで
あるため、図面およびその説明を省略する。
【００６１】
　（４）リモコン５００の制御ブロック図
　図１２はリモコン５００の制御ブロック図を示す。リモコン５００は、主として、通信
部５０１と、表示部５０２と、記憶部５０３と、制御部５０４とを備えている。通信部５
０１は、第１実施形態の通信部５１と同様、図５に示す参照符号６１の部分に相当し、室
内機２００との制御信号の授受に用いられる。表示部５０２も、第１実施形態の表示部５
２と同様、図６に示す参照符号６２の部分に相当し、設定温度、設定湿度、運転モード、
時刻および所定の態様で表示された判断結果が表示される。記憶部５０３には、態様情報
記憶領域５０３ａと、暗号情報記憶領域５０３ｂとが確保されている。態様情報記憶領域
５０３ａには、室内機２００から送信されるエコポイントの値に対応するイラスト（図７
参照）に関する情報が格納されている。暗号情報記憶領域５０３ｂには、暗号情報が記憶
されている。暗号情報とは、上述した空気調和機１００に固有のＩＤを暗号化するための
情報である。制御部５０４には、主として、要求受付部５０４ａと、要求送信部５０４ｂ
と、判断結果受信部５０４ｃと、態様加工部５０４ｄと、ＩＤ受信部５０４ｅと、暗号部
５０４ｆとが備えられている。このうち、要求受付部５０４ａおよび要求送信部５０４ｂ
は、第１実施形態に係る要求受付部５４ａおよび要求送信部５４ｂと同じであるためその
説明を省略する。判断結果受信部５０４ｃは、室内機２００から送信された省エネルギー
の程度に関する判断結果を受信する。態様加工部５０４ｄは、室内機２００から受信した
エコポイントの値に応じて態様情報記憶領域５０３ａに記憶されたイラストを選択し、表
示部５０２に表示する。ＩＤ受信部５０４ｅは、室内機２００から送信された空気調和機
１００に固有のＩＤを受信する。暗号部５０４ｆは、ＩＤ受信部５０４ｅが受信したＩＤ
を上述の暗号情報記憶領域５０３ｂに記憶された情報に基づいて数字列に暗号化する。
【００６２】
　＜処理の流れ＞
　次に、図１３および図１４を用いて、本実施形態に係る空気調和機１００で省エネルギ
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ーの程度が判断され、判断結果が利用者に報知されるまでの処理の流れを説明する。図１
３は、室内機２００における処理の流れを示すフローであり、図１４は、リモコン５００
における処理の流れを示すフローである。
【００６３】
　（１）室内機２００での処理の流れ
　室内機２００では、受信部２０３ａがリモコン５００からの運転要求を受信すると、当
該運転が所定の運転であるか否かを判断される（ステップＳ１０１）。ここで、所定の運
転とは、第１実施形態と同様、冷房運転モードで設定温度２８℃以上の運転および暖房運
転モードで設定温度２２℃以下の運転のように、予め推奨された運転モードおよび設定温
度等での運転を意味する。ここで、利用者が要求する運転が当該所定の運転であった場合
は、判断部２０３ｃは空気調和機１００の省エネルギーの程度を判断する（ステップＳ１
０２）。判断された結果は、判断結果記憶領域２０２ａに記憶される（ステップＳ１０３
）。
【００６４】
　次に、リモコン５００からの判断結果報知要求が受信部２０３ａで受信されたか否かが
判断される（ステップＳ１０４）。受信部２０３ａが判断結果報知要求を受信すると、判
断結果記憶領域２０２ａに記憶された判断結果が報知部２０３ｄによってリモコン５００
に送信される（ステップＳ１０５）。詳細には、判断結果記憶領域２０２ａに記憶された
判断結果に基づき、省エネルギーの程度がエコポイントの何ポイントに相当するかが判断
部２０３ｃによって判断され、判断されたエコポイントの値が報知部２０３ｄによってリ
モコン５００に送信される。さらに、判断部２０３ｃによって、エコポイントが１０であ
るか否かが判断される（ステップＳ１０６）。ここで、エコポイントが１０であった場合
には、ＩＤ記憶領域２０２ｂに記憶されているＩＤが報知部２０３ｄによってリモコン５
００に送信される（ステップＳ１０７）。
【００６５】
　（２）リモコン５００での処理
　リモコン５００では、要求受付部５０４ａが利用者からの判断結果報知要求を受け付け
ると（ステップＳ２０１）、当該要求が要求送信部５０４ｂによって室内機２００に送信
される（ステップＳ２０２）。その後、判断結果受信部５０４ｃが室内機２００から送信
されるエコポイントの値を受信すると（ステップＳ２０３）、態様加工部５０４ｄがエコ
ポイントの値に相当するイラスト（図７参照）を表示部５０２に表示する（ステップＳ２
０４）。さらに、ＩＤ受信部５０４ｅが室内機２００から送信されるＩＤを受信すると（
ステップＳ２０５）、暗号部５０４ｆが当該ＩＤを暗号化して数字列にし、当該数字列が
表示部５０２に表示される（ステップＳ２０６）。
【００６６】
　〈特徴〉
　（１）本実施形態に係る空気調和機１００は、第１実施形態で用いた到達コードの代わ
りに空気調和機１００に固有のＩＤを用いて省エネルギーの程度が所定レベルに達したこ
とを報知する。この場合、空気調和機１００が有するＩＤは他の空気調和機１００が有す
るＩＤとは異なる。したがって、暗号部５０４ｆによってＩＤが暗合化されると、固有の
数字列が生成されることになる。したがって、例えば、企業が利用者から数字列の連絡を
受ける際に併せて空気調和機１００のＩＤを確認することにより、当該数字列がＩＤから
生成されうる数字列か否かがわかり、それにより、連絡をしてきた利用者に悪意があるか
否かを判断することができる。なお、本実施形態で暗号部５０４ｆによって暗号化された
態様は、第１実施形態と同様、数字列以外に、アルファベット、ひらがな、カタカナおよ
び漢字等の文字のみからなる文字列、これらの文字と数字からなる文字列、および記号を
含めた文字列等に暗号化されても構わないが、数字列にすることによりユーザーにとって
暗号化された態様の特定や報告がより容易になる。
【００６７】
　〈変形例〉
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　（１）本実施形態でも第１実施形態と同様に省エネルギー運転を行える機器として空気
調和機１００を用いたが、その他の機器、例えば、テレビ、照明、冷蔵庫など省エネルギ
ー運転を行える機器であれば適用することができる。
【００６８】
　（２）本実施形態の報知部２０３ｄは、判断結果をリモコン５００の表示部５０２に表
示したが、表示部が空気調和機１００の本体に備えられており、当該表示部に判断結果を
表示してもよい。
【００６９】
　さらに、判断結果が表示部に表示される代わりに、もしくは、表示部の表示と共に、音
声により利用者に報知されてもよい。この場合には、リモコン５００もしくは本体に音声
出力部が備えられており、報知部が当該音声出力部を介して判断結果を利用者に報知する
。これにより、利用者は、自己の空気調和機１００の利用に関する省エネルギーの程度が
相当程度まで達したことを音声により認識することができる。
【００７０】
　（３）また、本実施形態で用いた空気調和機１００では、本体が判断部２０３ｃおよび
報知部２０３ｄを有し、報知部２０３ｄがリモコン５００の表示部５０２を介して判断結
果を表示したが、判断部２０３ｃおよび報知部２０３ｄがリモコン５００に備えられてお
り、リモコン５００の判断部で判断された結果がリモコン５００の報知部によって報知さ
れてもよい。
【００７１】
　（４）本実施形態に係る空気調和機１００では、省エネルギーの程度を示すイラストお
よび省エネルギーの程度が所定レベルに到達したことを示す数字列が、リモコン５００の
要求送信部５０４ｂからの要求がされてから表示されるが、当該要求に関係なく表示され
るように設計されていてもよい。すなわち、イラストは、リモコン５００の表示部５０２
に常に表示され、省エネルギーの程度が所定レベルに達した場合には自動的に数字列が表
示されるように設計されていてもよい。
【００７２】
　（５）室内機２００は、判断結果記憶領域２０２ａに記憶された判断結果をリセットす
るリセット部を備えていてもよい。この場合、省エネルギーの程度が所定レベルを達し、
リモコン５００に対してその旨の報知を行った後、改めて、判断部２０３ｃが省エネルギ
ーの程度に関する判断を開始することができる。これにより、利用者に対し、継続して省
エネルギーの程度を通知することが可能になり、利用者のモチベーション維持に貢献する
ことができる。
【００７３】
　（６）暗号情報記憶領域５０３ｂに複数の暗号化情報を記憶させておき、暗号部５０４
ｆが、空気調和機１００に固有のＩＤを暗号化する際、リセットの回数に応じて異なる暗
号化を行うようにしてもよい。それにより、企業では、より適切に利用者の省エネルギー
に対する貢献度を把握することができる。
【００７４】
　（７）本実施形態では、リモコン５００が暗号情報記憶領域５０３ｂおよび暗号部５０
４ｆを有し、空気調和機１００の本体から受信した固有のＩＤをリモコン５００で暗号化
しているが、空気調和機１００の本体が暗号情報記憶領域５０３ｂおよび暗号部５０４ｆ
を備えており、空気調和機１００の本体で暗号化された数字列がリモコン５００に送信さ
れ、表示部５０２で表示されてもよい。また、空気調和機１００の本体で暗号化された数
字列が空気調和機１００の本体に備えられた表示部で表示されてもよい。
【００７５】
　（８）判断部２０３ｃが運転モード、設定温度および運転時間等に基づいて省エネルギ
ーの程度を判断する際、企業が推奨する運転モードおよび設定温度等で運転することによ
り、省エネルギーの程度が高くなるように設計されていてもよい。すなわち、企業が推奨
する運転モードおよび設定温度等が予め複数記憶されており、例えば、冷房運転モードの
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ように設計されていてもよい。
【００７６】
　（９）本実施形態において報知部２０３ｄはリモコン５００に対して空気調和機１００
に固有のＩＤを報知し、リモコン５００の表示部５０２に暗号化されたＩＤが表示された
が、表示部５０２に表示される態様が数字列ではなくＱＲコード等の二次元コードにより
表示されるように設計されていてもよい。これにより、表示部５０２に表示されたコード
を利用者が携帯電話等を用いて企業に送信することができるため、企業への連絡を簡単に
行うことができ、さらに、悪意の利用者による偽装も防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、利用者が現実に省エネルギー運転に貢献した者であるか否かの判断を可能に
する省エネルギー機器として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】第１実施形態に係る空気調和機を示す図である。
【図２】第１実施形態に係る室内機の制御ブロックを示す図である。
【図３】第１実施形態に係るエコポイントと到達コードとの関係を示す図である。
【図４】第１実施形態に係る能力クラスと、到達コードと、数字列との関係を示す表であ
る。
【図５】第１および第２実施形態に係るリモコンの外観を示す図である。
【図６】第１実施形態に係るリモコンの制御ブロックを示す図である。
【図７】リモコンに表示されるエコポイントのイラストを示す図である。
【図８】第１実施形態に係る室内機での処理の流れを示すフローである。
【図９】第１実施形態に係るリモコンでの処理の流れを示すフローである。
【図１０】第２実施形態に係る空気調和機を示す図である。
【図１１】第２実施形態に係る室内機の制御ブロックを示す図である。
【図１２】第２実施形態に係るリモコンの制御ブロックを示す図である。
【図１３】第２実施形態に係る室内機での処理の流れを示すフローである。
【図１４】第２実施形態に係るリモコンでの処理の流れを示すフローである
【符号の説明】
【００７９】
１，１００　空気調和機
２，２００　室内機
３　　　　　室外機
４　　　　　冷媒配管
５，５００　リモコン
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